
社地区自治公民館協議会要望について（回答） 

 

■ 提出者：社地区自治公民館協議会 
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■ 回答日：平成25年11月７日 

 

社地区 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 
（１）「北条湯原道路」の前線早期整備 

今回の倉吉西ＩＣの開通はもとより、倉吉道路の残区間1kmと平成23年度事業化路線となりまし

た「倉吉関金道路」の内、まず小鴨～福山区間の約 3ｋｍを 1 期区間として、今後、国及び各関先へ

の早期全線整備に向けた要望活動も、より一層推進しながら、福山ＩＣまでの開通を平成 30 年代始

めを目標として頑張って参ります。 
 
（２）高架下箇所の冬季の交通安全対策 
   国府橋東詰めから、工業団地入り口付近までの区間につきましては、道路勾配もかなりあることか

ら冬季の厳寒期には、交通安全対策を万全にする必要があります。県へ緊急性も踏まえた要望を早急

にします。  
 
社地区関連 

（１）西倉吉工業団地内の計画について 
【回 答】商工課（電話２２－８１２９） 

西倉吉工業団地の分譲可能用地がほとんどなくなったことから、今後は、現団地の南側に隣接する

都市計画法による工業地域として指定している約 6.6 ヘクタールの土地を活用していきたいと考えて

います。 
 

１・横田自治公民館 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
（１）横田1号線側溝の整備 
 要望のありました側溝修繕につきましては、同様の要望を他の地区からも多数頂いており、緊急性等

を整理し予算状況を見ながら順次対応しておりますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討

したいと考えております。 
 
（２）横田１１号線側溝の整備 
 要望のありました箇所は、市道ではありません。市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限

度額５０万円）での対応をお願いいたします。 
 
（３）横田１１号線ガードレールの設置 
 要望のありました箇所は、市道ではありません。市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限

度額５０万円）での対応をお願いいたします。 
 
 
 



（４）横田８号線道路の拡幅整備 
 要望のありました箇所は、市道ではありません。市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限

度額５０万円）での対応をお願いいたします。 
 
２・福光自治公民館 
（１）用水路のフェンス整備 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
  要望のありましたフェンスの整備につきましては、必要な箇所から対応してまいります。 
 
（２）福光1号線の側溝延長 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
  要望のありました箇所は、既に発注準備をしております。 
 
（３）福光中央線の安全対策 
【回 答】防災安全課（電話２２－８１６２） 

倉吉警察署と協議したところ、福光中央線は、既に30kmの速度規制がされており、注意喚起の看板

も見受けられ、対策はできているとのことです。 
  地元が希望されれば、速度違反の取締りを強化します。 
  また、飛び出し人形等の注意喚起の看板も提供しますので、ご連絡ください。 
 
（４）市道北野福光線の拡幅、急勾配箇所に融雪装置の設置 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
  市道北野福光線の道路拡幅につきましては、倉吉道路に沿った代替道路を計画しておりますので、現

道の改修は計画しておりません。融雪装置の設置につきましては、従来どおり除雪で対応したいと考え

ております。 
 
３・黒見自治公民館 
【回 答】農林課（電話２２－８１５７） 
（１）黒見から福光に行く堤防下の地道の舗装 
（２）墓地に行く堤防下の舗装 

（１）、（２）については、原材料支給・機械借上制度、あるいは、農地・水環境保全直接払制度での

対応をお願いします。 
 
（３）町内の暗い場所に街灯の設置 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

防犯街灯設置補助金を活用して頂き、地域での防犯街灯の設置をお願いいたします。 
 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 
（４）堤防に反射板他の安全対策 

県及び地元との協議が完了しており、工事発注準備に入っています。 
 
 
 



（５）進入路が変更の為堤防から福光橋通学路除雪 
前回の回答通り、市道秋喜黒見線の付け替えにより、堤防部分の通学路の除雪につきましては、市か

らの除雪機（燃料も支給）の貸し出しで、除雪をお願いしたい訳でありますが、現在国土交通省と堤防

部分の通行存続での協議を進めており、協議の結果次第では除雪の一助となることから、今しばらく時

間を頂きたいと思います。 
 
（追加）北条湯原道路の黒見集落の出入口市道付替による安全対策について（当日追加分） 

案内看板付近での街路灯の設置を検討します。 
 
（追加）堤防下道路の安全対策について（再追加分） 

県へ要望します。 
 
４・大谷自治公民館 
（１）大谷中央線の舗装・拡幅整備 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
  要望のありました箇所は、市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限度額５０万円）での対

応をお願いいたします。 
 
（２）大谷工業団地の拡張 
【回 答】商工課（電話２２－８１２９） 

本市におきましては、雇用の場の確保は大変重要な施策であり、企業誘致と既存企業への支援の取り

組みを積極的に推進しているところであります。 
  現在、西倉吉工業団地や灘手工業用地への新規企業誘致及び既存企業の増設を中心に取り組んでおり、

ご要望の工業団地につきましては、新たな進出企業や既存企業の工場増設の要望を踏まえ対応してまい

ります。 
 
（３）市道大谷中央線、大谷入り口の切割部法面崩壊危険箇所の改良及び側溝整備 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
  要望のありました箇所につきましては、地元と調整しながら測量設計を行っております。来年度は、

道路用地や補償に関する契約について進めていきたいと考えております。  
 
（４）四王寺山の史跡調査 
【回 答】文化財課（電話２２－４４１９） 

四王寺跡は、平安時代に朝廷の命により西日本 6 カ所に建立された寺院であります。無指定ながら、

その歴史性は非常に重要なものでありますが、遺跡の範囲や遺構の状況は未確認のままです。 
  市教育委員会では、現況調査及び範囲確認のための調査を検討中であり、倉吉市文化財保護審議会に

諮りながら、地元大谷地区の協力を得て四王寺跡の調査に努めてまいります。また、将来的には、市指

定史跡への指定を検討してまいりたいと考えております。 
 
（５）四王寺山谷部流域（野田地内）の土砂災害防止工事の早期着工 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
  本地区は土砂災害特別警戒区域に指定された箇所があります。以前より県へ要望をしておりますが、

事業実施へ向けて、本年度も要望しております。 



（６）市道大谷大谷茶屋線の舗装修繕及び改良工事 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
  要望のありました舗装修繕につきましては、同様の要望を他の地区からも多数頂いており、緊急性等

を整理し予算状況を見ながら順次対応しております、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討した

いと考えております。今年度は、道路ストック総点検により、路面調査を実施する計画です。 
 
（７）堤の堤防整備 
【回 答】農林課（電話２２－８１５７） 

ため池の通常管理は、受益者の方でお願いします。小規模の改修、浚渫等は、原材料支給、機械借上

制度、又は農地・水環境保全協定区域内であれば同制度を利用していただきたい。 
  なお、要望されたため池は、現在、県の一斉点検実施箇所となっていますので、その結果により大規

模な改修等の必要があれば、別途協議させていただきたい。 
 
（８）大谷入口の横断歩道に信号機の設置 
【回 答】防災安全課（電話２２－８１６２） 

倉吉警察署へ要望します。 
 
（９）四王寺山遊歩道の整備 
【回 答】農林課（電話２２－８１５７） 

山林の管理道ということでの小規模の補修等には、原材料支給制度で対応していきたいと考えます。 
 
５・大沢自治公民館 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
（１）防犯用街灯（ＬＥＤ）6基の設置 

防犯街灯設置補助金を活用して頂き、地域での防犯街灯の設置をお願いいたします。 
 
（２）市道北面大沢線(児玉宅～磯上宅間)側溝修繕 

要望のありました側溝修繕につきましては、同様の要望を他の地区からも多数頂いており、緊急性等

を整理し予算状況を見ながら順次対応しておりますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討

したいと考えております。 
 
（３）倉吉東伯線大谷～大沢間に防犯灯の設置 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 

県へは、要望済みであります。設置基準に該当しないとの回答でありましたので、本市の防犯街灯設

置補助制度（建設課）がありますので、ご利用頂けたらと考えます。（大沢地区：本年度は活用済みで

あり、Ｈ26年対応となります） 
 
（４）市道北面大沢線(児玉宅前)の舗装修繕 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

要望のありました舗装改修につきましては、路肩が一部破損しております 
 ので、補修を実施いたします。 
 
 



（５）倉吉東伯線（大沢加納宅前）の側溝改修 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 

県へ要望します。 
 
６・国府自治公民館 
（１）国府1号線未整備部分の側溝整備 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

要望のありました箇所は、既に発注準備をしております。 
 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 
（２）県道倉吉東伯線（国府地内）の歩道整備 

県へ引き続き要望します。 
 
（３）県道倉吉東伯線（国府地内）グレーチングの増設 

県へ要望します。 
 
７・不入岡自治公民館 
（１）倉吉由良線と市道和田不入岡１号線タッチ部にバチ新設 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

バチ設置につきましては、県道改良計画の中で検討されております。 
 水路の改修につきましては、県工事の進捗状況を見ながら実施時期を検討いたします。 
 
（２）不入岡地内の下水道・雨水排水路の整備 
【回 答】下水道課（電話２２－８１７６） 
  要望の箇所につきましては、宅地全面道路が私道であり、整備にあたってはこの所有者の同意が必要

であり、今後所有者との整備が整った段階で整備を進める予定です。（雨水排水路については、建設課

で対応いたします。） 
 
（３）県道倉吉由良線不入岡地内横断歩道の設置 
【回 答】防災安全課（電話２２－８１６２） 

倉吉警察署へ要望します。 
 
（４）不入岡川の維持管理 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

要望ありました河川は県の管理する２級河川不入岡川です。伐開につきまし 
て、本年度も県へ要望をしております。 

 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 
（５）県道福光北条線不入岡高畑地内の草刈り他の整備 

実施して頂くよう県へ要望します。 
 
 
 



（６）倉吉道路陸橋下の除草整備 
実施して頂くよう県へ要望します。 

 
８・和田東町自治公民館 
（１）市道向山井手畑線に歩道設置、融雪設備の延長 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

拡幅を伴う歩道新設設置は現時点では困難です。また、融雪設備の延長につきましては、水源施設を

新設が伴い膨大な事業費を要することから、整備計画は建てておりません。 
 
（２）（一）倉吉環状線（和田東町～和田信号機）に歩道設置 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 

県に確認したところ、今年度、用地買収とのことであり、来年度工事予定となっております。 
 
９・寺谷自治公民館 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
（１）市道寺谷中央線と市道和田北栄線の三叉路から 50ｍ間の側溝新設（左側）及び路肩に L 字型側溝

整備（右側） 
側溝整備につきましては、同様の要望を他の地区からも多数頂いており、緊急性等を整理し予算状況

を見ながら順次整備しておりますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討したいと考えてお

ります。 
 
（２）市道和田北栄線堤付近法面の草刈の実施 

昨年は堤付近を実施しておりますが、その周辺に繁茂している箇所がありますので、草刈を実施いた

します。 
 
（３）市道寺谷中央線側溝の床板未設置箇所の整備 

側溝整備につきましては、同様の要望を他の地区からも多数頂いており、緊急性等を整理し予算状況

を見ながら順次整備しておりますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討したいと考えてお

ります。 
 
（４）豪雪時における集落内の除雪実施又は除雪経費の一部助成 

市内の除雪作業につきましては、すべての市道・生活道を市で除雪出来ていないのが現状であり、地

域の皆様のご協力をいただきながら実施しているところです。 
  すべての市道・生活道を市が除雪することや除雪に対する助成行うことは、現実問題として難しいの

が現状です。今後とも地域の皆様の自主的なご協力をお願いします。 
 
（５）北条倉吉道路の高盛土部の草刈り実施 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 

高盛土であることから、草刈り全範囲も踏まえて、実施して頂くよう県へ要望します。 
 
 
 
 



１０・上神自治公民館 
（１）市道上神３号線の拡幅 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

道路拡幅につきましては、同様の要望を他の地区からも多数頂いており、緊急性等を整理し予算状況

を見ながら順次整備しておりますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討したいと考えてお

ります。 
 
（２）上神分教場法面の補強 
【回 答】財政課（電話２２－８１６３） 

今回の工事は倉吉市にて行います。引き続き適正な維持管理は地元にてお願いします。 
 
（３）市道上神北条線の側溝整備及び拡幅 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

昨年度より、市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限度額５０万円）で対応していただい

ておりますが、引き続き同制度での対応をお願いいたします。 
 
（４）上神公民館前の県道倉吉由良線の道路側溝に縞鋼板の整備 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 

県へ要望します。 
 
（５）市道上神原谷線三叉路にカーブミラー設置 
【回 答】農林課（電話２２－８１５７） 

継続して要望を受けており、カーブミラー新設要望箇所として整理しています。その中で、緊急性、

必要性を検討しながら対応していきたいと考えます。 
 
（６）市道上神北条線の側溝整備及び拡幅 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

要望のありました川は県の管理する２級河川由良川水系北条川です。北条川の改修につきましては、

由良川水系河川改修事業促進期成同盟会により、本年度も要望活動を実施しております。 
 
（７）倉吉由良線の歩道新設、横断歩道の移設 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 

県へ確認したところ、今年度に用地測量及び用地買収とのことであり、工事につきましては来年度以

降の予定となっております。 
 
１１・秋喜自治公民館 
（１）除雪機の配備又は借り入れ 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

昨年に引続き、県からの貸与除雪機を配備する計画としております。 
 
 
 
 



（２）（主）倉吉赤崎中山線（秋喜地内）車道の路面排水処理の整備 
【回 答】管理課（電話２２－８１７４） 

県へ確認したところ、今年度において、グレーチング等の設置により、排水対策工事実施予定となっ

ております。 
 
１２・秋喜新町自治公民館 
（１）国府橋東詰の三叉路に信号機の設置 
【回 答】防災安全課（電話２２－８１６２） 

倉吉警察署に要望します。 
 
（２）通学路にガードレールの設置 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 

ガードレールの設置につきましては、危険個所の設置を検討いたします。 
 
（３）運動公園の設置 
【回 答】景観まちづくり課（電話２２－８１７５） 

雇用促進住宅（秋喜宿舎）は、現在、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が管理しており

ます。また、隣接する駐車場は個人所有と聞いております。これらを取得し市として運動公園を整備す

ることは困難です。 
 
（追加）秋喜新町小学校通学路変更に伴う道路整備について 
【回 答】建設課（電話２２－８１６９） 
（１）道路の簡易舗装 

他工事で発生する切削ガラを利用した簡易舗装を実施いたします。 
 
（２）川との間にフェンスを設置 

フェンスの設置につきましては、市道部分については設置を検討しますが、農業用用水路の維持管理

上支障にならないかを推理管理者と協議する必要があります。 
市道以外につきましては、市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限度額５０万円）での対

応を検討していただきたいと考えております。 
 
【回 答】学校教育課（電話２２－８１６６） 

社小学校を通じて秋喜新町ＰＴＡ役員に確認したところ，「この話は先日公民館から降りてきたばか

りであり，ＰＴＡの中では『車の通行がないため安全』とする賛成の意見と『人通りがなく不審者等の

ことを考えると危険』とする反対の意見があり賛否が分かれている。そのため引き続き検討していると

ころである。」とのことでした。 
今後，ＰＴＡで更に検討し公民館にも相談するとのことですので，しばらくお待ちください。 

 
追加・秋喜西町自治公民館 
（１）横断歩道の設置 
【回 答】防災安全課（電話２２－８１６２） 

倉吉警察署に要望します。 
 


